
■お知らせ 

① スポーツで全国大会に出場する方を支援します 

② 水田航空防除（無人ヘリ）を実施します 

③ 農業振興地域整備計画の総合見直しを 

 行います 

④ 高齢者の運転免許自主返納を支援します 

⑤ 不動産取得税の軽減措置には申請が必要です 

⑥ 固定資産税に係る各種届出を提出してください 

⑦ ものづくり作家創業支援補助制度を 

 ご存知ですか 

⑧  8月は経済産業省主唱の「電気使用安全月間」です 

⑨ 飯田ダムの役割をご存じですか 

⑩笠間地区のし尿・浄化槽汚泥収集運搬料金が 

 改定されます 

⑪ 東京 2020 オリンピック開催1年前イベントが 

 開催されます 

⑫ 東京2020オリンピック聖火リレー  

  茨城県をリレーする聖火ランナーを募集します 

⑬ 健康診査（8月分）を実施します 

⑭ 市内小・中学校の常勤講師を募集します 

⑮ 茨城県警察官を募集します 

⑯ 介護補助スタッフ講習の受講者を募集します   

⑰ 自衛官を募集します 

⑱ 県立産業技術専門学院入学者を募集します 

  

 

 ⑲  排水設備主任技術者受験講習および試験を

    実施します 

 ⑳ 計画的に年次有給休暇を取得しましょう 

 ㉑ ジパング倶楽部特別会員制度のご案内です 

 ㉒ 「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間

   のポスター」を募集します 

 ㉓ 笠間市ヘルスリーダー養成講習会を開催します 

 ㉔ 身体障がい者のための結婚相談を行っています 

 

 ■趣味・体験 

 ㉕ 県民公開講座「知ってイキイキお薬のはなし

  ～セルフメディケーションのために～」 

 ㉖ イングリッシュ・スペース 

 ㉗ 地産地消料理講座 

 「笠間市産夏野菜を使った簡単料理」 

 ㉘ 笠間図書館「おもしろ理科実験」 

 ㉙ ワイワイ！楽しく子ども科学教室  

 ㉚夏休み子ども映像塾  ドラマ CM 制作 

 ㉛ 子どもの絵画教室 

 ㉜ 夏休み限定企画 親子ヨガ 

 ㉝ 笠間の家 イベントのご案内 

 ㉞  8 月の地域ポイント対象事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和令和令和令和        元元元元        年年年年        7777        月月月月        11111111        日日日日            第第第第        1111‐‐‐‐11111111        号号号号 

    ①①①①     スポーツスポーツスポーツスポーツで全国大会に出場する方を支援しますで全国大会に出場する方を支援しますで全国大会に出場する方を支援しますで全国大会に出場する方を支援します    
 
 生涯スポーツの振興と競技力向上を推進するため、全国大会や国際大会の競技会に出場する個

人および団体に対して、同一年度内に 2回の交付を限度とした、笠間市スポーツ奨励金交付制度

があります。 

対象 市内に在住、在勤、在学の方（在勤・在学の方は、在住の市町村に同様の制度がない場合

   のみ対象） 

申請方法 申請書や大会要綱など必要書類を大会開催前に窓口まで提出してください。なお、制

     度に従い交付対象外となる場合もあります。 

※詳しくは、スポーツ振興課までお問い合わせください。 

問 スポーツ振興課（内線 393） 

 

        【回覧】【回覧】【回覧】【回覧】    お早めに回してくださいお早めに回してくださいお早めに回してくださいお早めに回してください        全全全全 11116666 ページページページページ    (A3(A3(A3(A3…………4444 枚枚枚枚))))                        ①ページ①ページ①ページ①ページ    



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②②②②    水田航空防除（無人ヘリ）水田航空防除（無人ヘリ）水田航空防除（無人ヘリ）水田航空防除（無人ヘリ）をををを実施実施実施実施しますしますしますします    
 
病害虫被害の軽減、農作業の省力化および良質米の生産を期するため、産業用無人ヘリコプタ

ーによる航空防除を実施します。使用薬剤は農薬安全使用基準で定められた薬剤を使用します。 

 皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

地区 予定日 散布区域 

岩間 7月23日（火） 上郷、下郷、吉岡、市野谷、泉、福島、小島、新渡戸、土師、押辺、安居 

友部 

7月24日（水） 滝川、小原、下市原、中市原、上市原、鴻巣、五平、南友部 

7月25日（木） 
八反山、星山、橋爪、旧陣屋、大田町の一部（水戸線南側）湯崎、住吉、

大沢、柿橋、住吉大沢、随分附の一部、柏井、仁古田、長兎路 

笠間 

7月26日（金） 稲田、飯合、来栖（香林寺） 

7月27日（土） 
下市毛、大郷戸、本戸、来栖、（香林寺、上郷は除く）、南吉原、北吉原、 

大古山、手越、福原 

7月28日（日） 
石井、日草場、広谷原、馬廻、逆川、新堤、大橋、池野辺、福田、飯田、

片庭、箱田、寺崎、日沢、石寺、金井、大渕、来栖（上郷） 

※散布は午前 5時から行います。雨天や強風の場合は上記の予定が順延になります。 

使用薬剤 

地区 薬剤名 適用病害虫 希釈倍数 有効成分名 

友部 

笠間 
アミスターアクタラ SC 

    いもち病・紋枯病 

    カメムシ類 
8 倍 

アゾキシストロビン 

チアメトキサム 

岩間 アミスタートレボン SE 
    いもち病・紋枯病 

    カメムシ類 
8 倍 

アゾキシストロビン 

エトフェンプロックス 

安全対策 

 ①体に薬剤がかかった場合は速やかに石けん等で洗い流してください。 

②散布区域内の水稲や水田周辺の雑草等に触ったり、用水路等での水遊びはしないでください。

危被害防止対策 

①洗濯物は散布終了後に干してください。 

②販売または出荷する野菜等が水田に隣接している場合は連絡してください。 

③水田周辺に自動車等の駐車は避けてください。やむを得ない場合はオートカバーをお渡ししま

 すので事前に連絡してください。 

問 県央南農業共済組合（笠間市来栖 138-5） ℡ 0296-72-7321 

        ③③③③    農業振興地域整備計画の総合見直しを行います農業振興地域整備計画の総合見直しを行います農業振興地域整備計画の総合見直しを行います農業振興地域整備計画の総合見直しを行います    
 
 市内の優良農地は、「笠間農業振興地域整備計画」に基づいて保全されています。この計画は

おおむね 5年ごとに調査を行い、総合的な見直しを行います。 

 この計画で設定されている農業振興地域内の農用地は、原則として農地の転用が認められてい

ないため、農地を農業以外の目的で利用する場合は、事前に農業振興地域内の農用地からの除外

（農振除外
のうしんじょがい

）の手続きが必要です。 

農振除外手続き  

「農振除外」の受け付けは例年 4月下旬、8月下旬、12 月下旬を期限としていますが、計画の総

合見直しに着手すると、8月以降 1年半程度、「農振除外」手続きの受け付けができなくなります。

そのため、令和元年度から令和 2年度にかけて、農地の転用を予定している場合は、8月 20日（火）

までに「農振除外」の手続きを行ってください。 

※ 農振除外要件を満たしたうえで、農地法をはじめ、その他関係法令の許可見込みがないと農振

  除外はできませんので、農地の選定は十分に検討してください。 

申・問 農政課（内線 540） 

②②②②ページページページページ                「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。    



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④④④④    高齢者の運転免許自主返納を支援します高齢者の運転免許自主返納を支援します高齢者の運転免許自主返納を支援します高齢者の運転免許自主返納を支援します    
 
 市では、交通事故を防止することを目的に運転に不安を感じて運転免許証を自主返納された高

齢の方への支援を行っています。 

支援要件  ・市内に住民登録されている 65 歳以上の方 

     ・有効期間のある運転免許証を全部返納して 6か月以内であり、警察署で運転免許証

      の取消通知書または運転経歴証明書の交付を受けている方 

     ・市税等を完納している方 

支援内容 デマンドタクシーかさまの回数券、期限付き市内タクシー利用券、バス利用乗車券の

     いずれか（12,000 円相当額）を贈呈 

     ※支援は一人につき 1回限りです。 

申込方法 運転免許証の取消通知書または運転経歴証明書、印鑑を持参のうえ、笠間警察署交通

      課、市民活動課、各支所地域課へ申請してください。 

     ※乗車券等の即日交付を希望の方は、市民活動課へ申請してください。 

     ※支援品が決まっていない方は、市民活動課、各支所地域課へ申請してください。 

 返納が難しい方は、ペダル踏み間違いを制御する装置や衝突予防のための警報装置・車線はみ出

し警報装置なども後付けできます。自動車用品店や、自動車販売店に相談して事故を未然に防い

でください。 

申・問  【支援について】市民活動課（内線 135） 

             笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 

    【運転免許の自主返納について】笠間警察署交通課 ℡ 0296-73-0110 

 

    ⑤⑤⑤⑤    不動産取得税不動産取得税不動産取得税不動産取得税のののの軽減軽減軽減軽減措置には申請が必要です措置には申請が必要です措置には申請が必要です措置には申請が必要です    
 
不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる県の税金です。 

・土地を売買、贈与、交換などによって取得したとき 

・家屋を建築（新築、増築、改築）、売買、贈与、交換などによって取得したとき 

 不動産を取得した方は、取得した日から 60 日以内に「不動産取得申告（報告）書」を税務課ま

たは、県税事務所に提出してください。 

○納税額 

税額＝不動産の価格×税率（土地と住宅：3％，住宅以外の家屋：4％） 

※不動産の価格とは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格（固定資産評価額）を 

 いいます。 

○軽減措置の一例 

 住宅や住宅用の土地を取得した場合など、一定の要件を満たしていれば、申請により軽減措置

を受けることができます。 

土地の減税：土地を取得してから 3年以内に住宅を新築した場合又は建売住宅を購入した場合 

住宅の減税：昭和 57年 1 月１日以降に新築された住宅を取得し，取得者自身が居住する場合等 

※これらの例は，住宅部分（車庫・物置等を含む）の床面積が 50m2以上 240m2以下の住宅である

ことが要件となります。 

※これら以外にも、さまざまな軽減措置がありますので、県税事務所までお問い合せください。 

問 茨城県水戸県税事務所 課税第二課 ℡ 029-221-4820 

  HP：http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html 

 

令和令和令和令和        元元元元        年年年年        7777        月月月月        11111111        日日日日            第第第第        1111‐‐‐‐11111111        号号号号 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。                
                            http://www.city.kasama.lg.jp/http://www.city.kasama.lg.jp/http://www.city.kasama.lg.jp/http://www.city.kasama.lg.jp/                                            ③ぺージ③ぺージ③ぺージ③ぺージ            

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 固定資産税に係る各種届出を提出してください 
 
相続人代表者指定届 

固定資産（土地、家屋）の所有者が亡くなられた場合。固定資産の納税等の管理をしていただく

方（相続人代表者）を相続人の中から決めていただき届の提出をお願いします。 

納税管理人申告書 

納税管理人の設定及び変更をする場合、または設定を解除する場合。 

家屋補充課税台帳登録名義人申告書（未登記家屋異動届） 

登記されていない家屋を売買、贈与、相続した場合。 

家屋の滅失届 

家屋を取り壊した場合。 

※ 各種届出用紙は、税務課、各支所地域課に備え付けてあります。また、市ホームページからダ

 ウンロードできます。（トップページ⇒「税務関係申請書等」で検索） 

問 税務課（内線 112） 
 

 ⑦ ものづくり作家創業支援補助制度をご存知ですか 
 
 市では、芸術および文化の振興による商工業の活性化、芸術のまちづくりを目的に、芸術家等

ものづくり作家が創業する際の支援策として補助制度を実施しています。ご不明な点などはお気

軽にご相談ください。 

補助内容 補助率 補助限度額 

住居または工房の家賃    4分の 1以内 10,000円/月（1年以内） 

建物または土地付建物購入  10分の 1以内 500,000円（1回限り） 

創作施設修繕   2 分の 1以内 500,000円（1回限り） 

設備購入   2 分の 1以内 300,000円（1回限り） 

対象  日本標準職業分類に掲げる小分類「221 彫刻家」「222 画家、書家」「223 工芸美術家」に

    該当し下記のいずれかに該当する方 

   ・市内で新たに事業を開始する方 

   ・市外で事業を営み、新たに笠間市に住民票を異動し事業を開始する方 

申・問 商工課（内線 510） 

  

  ⑧ 8月は経済産業省主唱の「電気使用安全月間」です 
 
コードが下敷きになっていたり、プラグにほこりが溜まっていませんか。定期的に確認し火災、

事故を防ぎましょう。電気を正しく使うことは、エコにもつながります。 

節電の主なポイント 

（1）冷房時の室温は 28℃を目安に設定し、体感温度を服装で調整 

（2）照明はこまめに消灯を    

（3）冷蔵庫のドアの開閉は、回数も時間も少なめに 

問 （一財）関東電気保安協会 茨城事業本部 

  ℡ 029-226-3112 

  環境保全課（内線 125） 

 

 
 

④ページ   小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑨⑨⑨⑨    飯田ダムの役割をご存じですか飯田ダムの役割をご存じですか飯田ダムの役割をご存じですか飯田ダムの役割をご存じですか    
 
 ダムは大雨の際、河川の洪水量を低減させるなどの大切な役割を果たしています。 

【大雨時の飯田ダムでの洪水調整について】 

飯田ダムには、開閉操作を行うゲート設備はありません。下図のように、ダム本体の穴から自

然に水があふれ出て、河川へ流出する雨水の一部をダム湖に貯めこむ方式のダムです。飯田川へ

の流出量を抑えることで、急激な河川の水位の上昇を防いでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【飯田川下流（ダム～涸沼川合流）区間におけるサイレンについて】 

 飯田ダムから涸沼川に合流する区間で、上流からの流入が増え、水位の上昇が予想される約 

30分前にサイレンを鳴らします。 

問 茨城県土木部 河川課 水防災・砂防対策室 ℡ 029-301-4498 

 

飯田ダム

ダムの上流域に降った⾬が流れ込み，⽔位が上昇

至 飯田川

⽔位が上昇すると，穴(洪⽔吐)から⽔が流れ出しますが，
出口を絞っているため，⼊ってくる量より出ていく量が少なく，
その分ダムに⽔が貯まります。

流流流流

出出出出

量量量量

(小小小小)

流流流流
入入入入
量量量量

(大大大大)

ゲート操作は無く，⾃然に放流することにより，下流の河川
⽔位の急激な上昇を抑えています。

    ⑩⑩⑩⑩    笠間地区のし尿・浄化槽汚泥収集運搬料金が改定されます笠間地区のし尿・浄化槽汚泥収集運搬料金が改定されます笠間地区のし尿・浄化槽汚泥収集運搬料金が改定されます笠間地区のし尿・浄化槽汚泥収集運搬料金が改定されます    
    
 笠間地区の許可業者からの申し出により、8月1日から笠間地区のし尿・浄化槽汚泥の収集運搬

料金が改定されます。現在、し尿・浄化槽汚泥の収集運搬は許可業者が行っていますが、汲み取り

世帯および人口の減少、加えて燃料費等の物価の上昇などにより次のとおり料金が改定されます。 

【料金表】 

 現行料金（税別） 改定料金（税別） 

浄化槽汚泥 10 円/リットル 13 円/リットル 

し尿汲み取り 7 円/リットル 8 円/リットル 

※浄化槽を利用されている方には、法令により年 1回以上の清掃が定められています。毎年 1回

 は必ず清掃を行うようにしてください。 

※浄化槽清掃および汚泥の汲み取り間隔が 1年（全ばっ気式については半年）を超えてしまうと

 浄化槽内の汚泥が固まってしまい、作業にかかる時間や手間が増えることにより割増料金（改

 定料金の 1.5 倍の料金）となります。 

（参考）友部・岩間地区料金 浄化槽汚泥：13円/リットル(税別) し尿汲み取り：8.7円/リットル(税込) 

問 ㈱博相社（笠間地区許可業者） ℡ 0296-72-6670 

  環境保全課（内線 126） 

 

令和令和令和令和        元元元元        年年年年        7777        月月月月        11111111        日日日日            第第第第        1111‐‐‐‐11111111        号号号号 

                デマンドタクシーかさまデマンドタクシーかさまデマンドタクシーかさまデマンドタクシーかさま    予約センター予約センター予約センター予約センター        ℡℡℡℡    0296029602960296----70707070----9000900090009000                            
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 ⑪ 東京 2020オリンピック開催 1年前イベントが開催されます 
 
 2019年 7月 24日が東京 2020 オリンピック開催の 1年前であることから、茨城県では 7月中旬

から 8月下旬の週末に県内各地で開催 1年前イベントを実施します。県央地域でのイベントは笠

間市も参加しますので、ぜひお越しください。 

地域 日程 場所 

鹿行 7月 14日（日） ショッピングセンターチェリオ・イオン鹿嶋店 

県西 7月 20日（土）、21 日（日） イオンモール下妻 

県央 7月 27日（土）、28 日（日） イオンモール水戸内原 

県北 8月 17日（土）、18 日（日） 道の駅常陸大宮～かわプラザ～ 

県南 8月 24日（土）、25 日（日） イオンモール土浦 

参加費 無料 

問 茨城県県民生活環境部オリンピック・パラリンピック課 ℡ 029-301-2020 

  スポーツ振興課（内線 393） 

  

 
 ⑫ 東京 2020オリンピック聖火リレー  

   茨城県をリレーする聖火ランナーを募集します 
 
 東京 2020オリンピック聖火リレーは、「Hope Lights Our Way／希望の道を、つなごう。」をコ

ンセプトに、2020年 3月 26日から 7月 24日の 121 日間をかけて実施されます。茨城県では、2020

年 7月 5日と 6日の 2日間、笠間市を含めた 15市町をリレーします。 

 そこで、茨城県では、茨城県にゆかりがあり、茨城で走りたいという熱い気持ちを持った方を

聖火ランナーとして募集します。 

聖火リレーの茨城県内ルート概要  

1日目：7月5日（日）鹿嶋市→ひたちなか市・大洗町→大子町→日立市→常陸太田市→笠間市→水戸市 

2日目：7月6日（月）古河市→常総市・坂東市→牛久市→龍ヶ崎市→土浦市→つくば市 

主な応募要件 1.2008年 4月 1日以前に生まれた方 

       2.茨城県にゆかりのある方（現時点または過去に居住していたことがある方、現

        時点で所属している職場や学校がある方、家族や親戚が居住している方、過去

        に活動したことがある方など） 

       3.国籍、性別は問いません。 

※政治的・宗教的メッセージを伝えることを目的とする方は、聖火ランナーになることはできません。 

公募人数 34人（書類選考があります）  

申込方法 インターネット、または郵送でお申し込みください。詳しくは事務局へお問い合わせ

     ください。HP  https://www.suishin.ibaraki2020.jp/ 

申込期限  8月 31日（土） 

申・問 東京 2020オリンピック聖火リレー 茨城県聖火ランナー公募事務局 ℡ 0570-023-156 

    ※受付時間は平日のみ午前 9時から午後 5時まで 

  

 

 
  ｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
⑥ページ    http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 健康診査（8月分）を実施します 
 
 あなたの健康を守るために年に 1回は健診を受けましょう。そのほかの日程や詳細は「保健セ

ンター年間予定表」（P1～5）をご覧ください。予約が必要な検診については定員があります。 

【要予約】胃がん検診のある健康診査 

健診項目：特定健診、生活習慣病予防検診、高齢者健診のいずれか。結核、肺がん検診、胃がん検診、

     大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B型、C型）で希望するもの。 

健診日 受付時間 健診場所 

8月 25日（日） 午前 7時～10時 30 分 

（1時間毎に受け付け） 

保健センター（地域医療センターかさま内） 

8月 27日（火） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

※胃がん検診は、胃や腸の病気で治療中の方、手術をした方、当日の血圧が著しく高い方など受

  診できない場合もあります。 

【要予約】子宮頸がん検診・乳がん検診 

健診日 受付時間 健診場所 

8月 6日（火） 

乳がん検診のみ：午前 10時～10時 30分 

子宮頸がん・乳がん検診(超音波検査のみ)：

午後 0時 30分～１時 

 保健センター 

（地域医療センターかさま内） 

※子宮頸がん、乳がん検診は医療機関でも受診できます。事前手続きが必要です。 

申込方法 窓口または電話でお申し込みください。 

申・問 保健センター 笠間市南友部 1966-1 ℡ 0296-77-9145  
 
【予約不要】胃がん検診のない健康診査 

健診項目：特定健診・生活習慣病予防検診・高齢者健診のいずれか。結核・肺がん検診、大腸がん

     検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B型、C型）の検診で希望するもの。 

健診日 受付時間 健診場所 

8月 5日（月） 午前 9時～11 時 

午後 1時 30分～3時 
保健センター（地域医療センターかさま内） 

8月 19日（月） 

8月 20日（火） 午前 9時～11 時 

午後 1時 30分～3時 
笠間公民館 

8月 21日（水） 

8月 22日（木） 
午前 9時 30分～11時 

午後 1時 30分～2時 30分 
南山内公民館 

8月 30日（金） 
午前 9時～11 時 

午後 1時 30分～3時 

地域福祉センターともべ 

（旧友部保健センター） 

※対象地区は保健センター年間予定表（P3、4）をご覧ください。対象地区以外でも受診できます。 

※大腸がん検診は健康診査日に採便容器を配布し、後日指定された日に提出となります。 

問 保健センター  ℡ 0296-77-9145 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 
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   笠間市立病院で、日曜・平日夜間初期救急診療を行っています。 

   平日夜間 19時～21 時（土曜日・祝日・年末年始を除く）日曜日 9時～17 時 

   ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。）       ⑦ページ   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 市内小・中学校の常勤講師を募集します 
 
雇用期間  9月 1日～令和 2年 3月 27日 

勤務日数 週 5日  

勤務時間 7時間 45分勤務 

勤務地 市内小学校 市内中学校 

業務内容 小学校の常勤講師 中学校の英語の常勤講師 

応募資格 小学校教諭免許 中学校教諭免許（英語） 

※旧免許の方は更新講習を修了している方 

定員 各 2名（定員になり次第終了します。） 

審査方法 面接試験 

申込方法  必要書類を添付して、窓口へ直接 提出してください。書類は窓口で配付するほか、茨

     城県教育委員会のホームページ（「茨城県公立学校臨時的任用職員等採用志願書」で

     検索）からもダウンロードできます。 

申込期限 8月 9日（金） 

申・問 学務課（内線 378）  

 

 ⑮ 茨城県警察官を募集します 
 
 試験案内を笠間警察署および管内各交番、駐在所で配布しています。詳しくは、お問い合わせ

ください。 

受験資格 

 男性警察官 A・女性警察官 A 

  昭和 61年 4月 2日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した 

方もしくは令和 2年 3月 31日までに卒業見込みの方または人事委員会がこれと同等と認める方。 

 男性警察官 B・女性警察官 B 

  昭和 61年 4月 2日から平成 14年 4月 1日までに生まれた方で、警察官 Aの受験資格（学歴 

区分）に該当しない方。 

第 1次試験日 9月 22日（日） 

受付方法 ホームページよりお申し込みください。 

受付期限 8月 22日（木）午後 5時の受信まで有効。 

問 採用フリーダイヤル ℡ 0120-314-058 

申 HP http://www.pref.ibaraki.jp（「茨城県警察採用案内」で検索） 

 

 ⑯ 介護補助スタッフ講習の受講者を募集します 
 
 この講習会は、厚生労働省茨城労働局の委託を受けて実施し、高齢者の就業を支援するものです。 

日時  8月 27日（火）～29日（木）3日間 午前 10時～午後 4時 

場所  茨城県職業人材育成センター（水戸市水府町 864-4） 

内容  介護および生活支援に関する基礎知識と技術を身につけ、介護・生活支援業務での就業を

    目指す。 

対象 （1）満 60 歳以上でシルバー人材センター会員になって就業できる方 

   （2）全日程参加可能な方 

定員 10名 

受講料   無料 

申込方法   窓口で直接お申し込みください。 

申込期限   8月 13日(火） 

申・問   笠間市シルバー人材センター 笠間市石井 717  ℡ 0296-73-0373 

 
⑧ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ 自衛官を募集します 
 

    種目

募集要項 

航空学生 

（海・空） 

一般曹候補生 

（陸・海・空） 

自衛官候補生 

（陸・海・空） 

 受付期限 9月 6日（金） 年間を通じて受付 

 応募資格 

(日本国籍を 

有すること) 

海：高卒(見込含） 

  18歳以上 23歳未満 

空：高卒(見込含） 

  18歳以上 21歳未満 

(令和 2年 4月 1日現在) 

        18歳以上 33歳未満 

※  32歳の方は、一部条件がありますのでお問い合わせ

  ください。 

(令和 2年 4月 1日現在） （採用予定月の 1日現在） 

試
験
期
日
等 

第1次 

試験 
9月 16日（月） 

9月20日（金）～22日（日）

のうち指定する 1日 

試験等の詳細はお問い合

わせください。      

第2次 

試験 

10月15日（火）～20日（日） 

のうち指定する 1 日(第2次

試験合格者のみ3次試験あり) 

10月11日（金）～16日（水）

のうち指定する 1日 

合格発表 

(採用候補者

通知) 

1次:   10月 4日（金） 

2次: 【海】11月 11 日(月) 

    【空】11月   5日(火) 

最終:令和2年1月21日（火） 

 1次：10月 4日（金） 

最終：11月 8日（金） 

給
料
等 

初任給等 

 

        169,900円 

※法律の改正により改定される場合があります。 

 （平成 31年 1月 1日現在） 

自衛官候補生期間（3か月）

133,500円 

2士昇任後169,900円 

自衛官任用一時金有り 

176,000円 

その他各種手当、賞与年 2回有り 

衣食住 衣食住についての手厚いサポートがあります。 

その他 

航空自衛隊のパイロット・海

上自衛隊のパイロットおよ

び戦術航空士を目指す幹部

自衛官養成コース。高校卒業

後、最も早く機長として活躍

できる。 

部隊の中核である曹を養成

するコース。陸・海・空の

各部隊で経験を積み、入隊

後 2年 9か月以降選考によ

り曹へと昇任。 

陸は2年、海・空は3年（自

衛官候補生の3か月間含む）

の任期制隊員コース。入隊

して 3 か月間は自衛官候補

生として経験を積み、その

後 2 等陸・海・空士に任命

される。 
 
申・問  総務課（内線 208） 

    自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294 

     HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ メール hq1-ibaraki@.pco.mod.go.jp  

 

 

 

   ホームページ 
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⑨ページ 

  窓口受付時間を延長しています  

  延長時間 午後 5時 15 分～7時 30分（祝日・年末年始を除く） 
 【笠間市役所】毎週水曜日 ／ 市民課・保険年金課・税務課・収税課 
【笠間支所】 毎週木曜日 ／ 市民窓口課 【岩間支所】 毎週火曜日 ／ 市民窓口課    
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ 県立産業技術専門学院入学者を募集します 
 
 県立産業技術専門学院とは、職業能力開発促進法に基づき設置している職業能力開発校です。

機械技術や自動車整備など 14 の学科があり、実習を中心としたカリキュラムから高い技術を身

につけることができます。複数の資格を取得することができ、修了生が正社員として採用されて

いる実績があります。募集案内や試験内容については、ホームページよりご確認ください。  

場所 ・水戸産業技術専門学院（水戸市下大野町 6342）   

   ・日立産業技術専門学院（日立市西成沢町 3-9-1） 

   ・鹿島産業技術専門学院（鹿島市大字林 572-1） 

   ・土浦産業技術専門学院（土浦市中村西根番外 50-179）   

   ・筑西産業技術専門学院（筑西市玉戸 1336-54） 

対象 ・高等・中等教育学校卒業見込みの方 

   ・既卒・求職中の方 

   ・事業所に勤務している方 

問 茨城県産業戦略部労働政策課 ℡ 029-301-3653 

  HP http://www.pref.ibaraki.jp/manabu/sangyogijutsusemmongakuin/index.html 

     

  

 

 ⑲ 排水設備主任技術者受験講習および試験を実施します 
 
日時 講習 9月 18日（水）午後 1時 30分～4時 30分 受付：午後 0時 30分  

   試験 10月 31日（木）午後 1時 30分～3 時 30分 受付：午後 0時 30分 

場所 茨城県建設技術研修センター（水戸市青柳町 4193） 

定員 10名（先着順） 

参加費 受験手数料・受講手数料 各々2,000 円（計 4,000 円） 

申込方法 窓口で直接でお申し込みください。書類は窓口に用意しています。 

申込期限   8月 21日（水） 

申 下水道課（内線 71131）笠間市矢野下 750 

問 茨城県下水道協会事務局 ℡ 0294-87-6444 

 

  

  ⑳ 計画的に年次有給休暇を取得しましょう 
 
 労働基準法の改正により、年 5日間の年次有給休暇の取得が必要となりました。夏季休暇（お

盆休み）に年次有給休暇を組み合わせて連休にすることができます。 

 暑い夏こそ、連休を実現しましょう。 

問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8294 

 

 

 ㉑ ジパング倶楽部特別会員制度のご案内です 
 
 （一社）茨城県身体障害者福祉協議会では、JR東日本の協力のもと、ジパング倶楽部の身体障

がい者向け特別会員の受付業務を行っています。 

日時 受付時間：月～金曜日（祝祭日、年末年始は除く）午前 10時～午後 3時 

対象 身体障害者手帳をお持ちで満 60歳以上の男性の方、満 55歳以上の女性の方 

   ※詳細はお問い合わせください。 

問 （一社）茨城県身体障害者福祉協議会 （水戸市千波町 1918）℡ 029-243-7010 

 

⑩ページ   飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒ 「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」 

  を募集します 
 
 県では、障がいのある方への理解を深めるために「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間

のポスター」を募集しています。皆さんのご応募をお待ちしています。 

内容 作文：小学生部門 中学生部門 高校生・一般部門 

   ポスター：小学生部門 中学生部門 

申込方法 小学生、中学生、高校生、特別支援学校生および専門学校生の方は、学校に提出して

     ください。それ以外の方は、茨城県保健福祉部障害福祉課へ提出してください。 

申込期限 9月 6日（金） 

申・問 茨城県 保健福祉部 障害福祉課 水戸市笠原町 978-6 ℡029-301-3357 

    HP http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/shofuku/index.html 

  

 

 ㉔ 身体障がい者のための結婚相談を行っています 
 
 茨城県身体障害者福祉協議会では、身体に障がいのある方に予約制の無料結婚相談を行ってい

ます。また、身体障がい者の就労を始め生活全般についての相談もできます。 

日時 月～金曜日（祝日、年末年始は除く）午前 10時～午後 3時まで ※結婚相談は要予約   

場所 茨城県総合福祉会館 2階 （水戸市千波町 1918） 

申・問 （一社）茨城県身体障害者福祉協議会 ℡ 029-243-7010   

 

 ㉓ 笠間市ヘルスリーダー養成講習会を開催します 
 
「食」を中心とした健康づくりについて勉強をして、一緒にボランティアをする仲間になりま

せんか。ご参加お待ちしています。  

開催日 時間 講義・演習 

9月 18日（水） 
午後 1時 30分 

～3時 30分 

開講式・オリエンテーション                                                         

 健康日本 21、国民の健康状態と生活習慣

病予防 

10月 25日（金） 

午前 9時 30分 

～午後 1時 30分 

生活習慣病予防と食事について 糖尿病予防の食事 

11月 28日（木） 食育～食事バランスガイドを使って～ 
栄養バランスの 

とれた食事 

12月 12日（木） 
生活に運動を取り入れよう 

（身体活動・運動の理論と実技） 
肥満予防の食事 

1月 21日（火） 食品衛生と食中毒の予防について 高血圧予防の食事 

2月 12日（水） 
午前 9時 30分 

～午後 2時 

笠間市の健康づくりと計画 

笠間市ヘルスリーダーと地域活動 こどもと楽しむ 

食事 
閉講式  

場所 笠間市保健センター （笠間市南友部 1966-1 地域医療センターかさま内 ） 

対象 市内在住の方でおおむね 65歳までで養成講習会終了後、笠間市ヘルスリーダーとして 

ボランティア活動が出来る方 

定員 20名（先着順） 

参加費  無料 

申込方法   窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限   8月 20日（火） 

申・問  笠間市ヘルスリーダーの会事務局（笠間市保健センター内）℡ 0296-77-9145 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 

 

 

令和  元  年  7  月  11  日   第  1‐11  号 

国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。     ⑪ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉖ イングリッシュ・スペース 
 
 英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい、という方はネイティブスピーカーと

英語で触れ合うチャンスです。英会話やゲームなどのいろいろなアクティビティをします。英語

が苦手な方でも参加できる内容です。お気軽にご参加ください。 

日時  8月 6日（火）昼の部：午後 2時～3時、午後 3時～4時 

              夜の部：午後 7時～8時   

場所  地域交流センターともべ       会議室（笠間市友部駅前 1-10） 

講師  国際交流員：アンドリュー・アイガルさん 

    英語指導助手：ジョセフ・ハインリックさん、ジリアン・ヘーゼルさん  

対象  市内在住、在勤で 18歳以上の方  

定員  各 30名（先着順） 

参加費  無料 

申込方法   電話またはメールで参加希望時間、氏名、電話番号をお知らせください。 

申込期限   8月 5日（月） 

申・問  市民活動課（内線 133）メール katsudo@city.kasama.lg.jp 

 

 

 ㉕ 県民公開講座「知ってイキイキお薬のはなし 

  ～セルフメディケーションのために～」 
 

 さまざまな情報の中から適切な情報を選択するためのコツや、判断に迷ったときの薬局や薬剤

師の活用法についてお話します。 

日時  8月 25日（日）午前 10時～正午 

場所 フェリヴェールサンシャイン（水戸市白梅 2-3-86） 

講師 東北医科薬科大学 薬学部臨床薬剤学教室教授 村井
む ら い

 ユリ子
ゆ り こ

さん 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 （公社）茨城県薬剤師会 ℡ 029-306-8934 

 

 ㉗ 地産地消料理講座「笠間市産夏野菜を使った簡単料理」 
 
 地場農産物のおいしい食べ方を知りたい、地域を応援したいという方は、ぜひご参加ください。

無料で託児も利用できますので、お申し込みの際にお伝えください。 

日時  8月 9日（金）午前 10時～午後 1時   受付：午前 9時 45分 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 
内容 メニュー（予定）：夏野菜のネギ塩だれ、蒸し茄子のサラダ、冷たいみそ汁、簡単チーズケーキ 

講師 料理講師 橋本
はしもと

 理
り

恵
え

さん 

定員 16名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  500円（当日徴収） 

持ち物 エプロン、三角巾、ふきん等 

申込方法   電話でお申し込みください。 

申込期限   8月 1日（木） 

申・問  農政課（内線   528） 

 

 

 
⑫ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ 笠間図書館「おもしろ理科実験」 
 
 身近な材料を使い、安全に電気でパンを作るなどのさまざまな実験を体験できます。 

日時  8月 24日（土）午前 10時～正午 

場所 笠間図書館（笠間市石井 2023-1） 

講師 荒巻
あらまき

 英
ひで

栄
よし

さん 

対象 幼児、小学生（小学 3年生以下は保護者同伴） 

定員 20名（先着順） 

参加費 100円 

申込方法 窓口に直接または電話でお申し込みください。 

申込期間   7月 30日（火）午前 9時～定員になり次第締め切り 

申・問 笠間図書館 ℡ 0296-72-5046 

 

 
 ㉙ ワイワイ！楽しく子ども科学教室 
 

日時 実験内容 対象 

8 月 17日（土） 
午後 2時 

～3時 30分 

ガウス加速器、ジャイロ、氷点下での氷と塩 小学 4～6年生  

8 月 18日（日） 水とお湯、空気、氷点下での氷と塩 
小学 3年生以下 

（5歳以上） 

※保護者同伴でご参加ください。 

場所 フジフーズ（株）水戸工場（笠間市押辺 2741-8） 

講師 滝
たき

 智則
とものり

さん 

定員 12名（定員になり次第締め切り） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 フジフーズ（株）水戸工場 担当：塚本、大枝 ℡ 0299-37-6400  

令和  元  年  7  月  11  日   第  1‐11  号 
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統計調査員を募集しています 

  

 
統計調査員とは 非常勤の公務員として、国勢調査などの統計調査に従事しています。 

統計調査員の仕事 調査対象である世帯や事業所などに、調査票を配布するとともに説明を行 

い、記入された調査票を回収し、その点検・整理などの仕事を行っています。 

調査の依頼 統計調査員として市に登録された方の中から、地域などを考慮し、統計調査毎に 

依頼します。 

待遇 調査活動に従事した統計調査員には、対価として法律や条例の規定に基づき、報酬が支払 

われます。 

応募 応募は随時受け付けていますので、ご連絡ください。 

応募要件は、次のとおりです。 

・市内在住で 20歳以上の方 ・秘密保持に責任の持てる方 ・責任を持って調査遂行できる方 

・税務、警察、選挙に直接関係していない方 

申・問 企画政策課（内線 592） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉛ 子どもの絵画教室 
 
 夏休みの宿題の絵画を、楽しみながら描きます。（個人差があるので、全員が完成するとは限

りませんので、ご了承ください。） 

日時  8月 10日（土）午後 1時～5時 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 アートスクールヒロ主宰 関口
せきぐち

 広子
ひ ろ こ

さん  アトリエ KEIKI 主宰 照沼
てるぬま

 めぐみさん 

対象 小学生 

定員 15名（先着順） 

参加費 2,500円 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 定員になり次第締め切り 

申・問 地域交流センターともべ       ℡ 0296-71-6637 

 

 

 ㉚ 夏休み子ども映像塾  ドラマ CM制作 
 

 楽しいドラマのような CM作り、映像制作を体験しましょう。映画制作の現場に関わっている

講師、映像を学んでいる高校生大学生がサポートしますので、自由研究の課題にも最適です。完

成作品を後日、DVD でお渡しします。 

日時 8月 1日（木）午前 9時 30分～午後 4時 

内容 笠間稲荷神社門前通り周辺での PR動画制作＆上映。 

場所 笠間稲荷神社門前通り 集合：かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987）  

講師 道川
みちかわ

 昭如
あきゆき

さん 谷口
や ぐ ち

 昭
あき

仁
ひと

さん 江田
え だ

 光
みつ

保
ほ

さん  

対象 小学 3～6年生（中学生応相談） 

定員 20名 

参加費 1,000円（保険料・材料費） 

持ち物 筆記用具、飲み物、帽子 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 7月 26日（金） 

申 かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118 

問 かさま映像コンペティション実行委員会担当 小林 090-2419-0230江田 090-8858-6182 

⑭ページ     後期高齢者医療保険は、口座振替にすると便利です。 

 

 「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。 

※ジェネリック医薬品とは？ 

 ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。ジェネリック医薬品の価格や使用などについては、医師・薬剤師とよく相談してく

ださい。 

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 144） 

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉝ 笠間の家 イベントのご案内 
 
○フルートとピアノで楽しむ朗読コンサート  

 邦楽・洋楽のポピュラーなメロディをお楽しみください。 

日時 8月 11日（日）午後 2時～3時 

出演 朗読：中村
なかむら

 ひろ子
ひ ろ こ

さん、フルート：小野
お の

 久美子
く み こ

さん、ピアノ：植竹
うえたけ

 利
り

恵
え

さん 

入場料 1,000円（学生 500 円） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 笠間の家  ℡ 0296-73-5521  小野 ℡ 090-4964-1351 
 

○第 5回  読み語りの会「ゆるり」おはなし会 

 「いのち・愛そして平和への願い～声に心をのせて～」をテーマとした朗読会です。 

日時 8月 18日（日）午後 1時 30分～3時 30分 

入場料 無料 

問 読み語りの会「ゆるり」根本 ℡ 0296-77-9271 
 
場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9) 

 

 

 ㉜ 夏休み限定企画 親子ヨガ  
 ヨガで親子のふれあい、コミュニケーションを深め心身のリフレッシュや愛情を育む時間を楽

しみましょう。 

日時  8月 12日（月）午前 10時 30分～11時 20分 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4437-7） 

講師 伊勢山
い せ や ま

 陽子
よ う こ

さん 

対象 親子（お子さんは 3歳以上） 

定員 10組 20名  

   ※3組以上の申し込みで開催します。 

参加費 1,000円/組 

申込方法 窓口または電話でお申し込みください。 

申込期限   8月 10日（土） 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」℡ 0299-57-3357 
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 ㉞ 8月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けることを支援して

いくための制度です。 

【一般参加事業】 

日時 事業名 場所 問 

  5日（月） 

19日（月） 

午前 9時～11 時 

午後 1時 30分～3時 
健康診査 

保健センター 

保健センター 

℡77-9145 

20日（火） 

21日（水） 
笠間公民館 

30日（金） 地域福祉センターともべ 

22日（木） 
午前 9時 30分～11 時 

午後 1時 30分～2時 30分 
南山内公民館 

 
【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

日時 事業名 場所 問 

  6日（火） 
午前 10時～10時 30分 

午後 12時 30分～1時 

子宮頸がん 

乳がん検診 
保健センター 

保健センター 

℡77-9145 25日（日） 午前 7時～10時 30 分 

 
総合健診 

保健センター 

27日（火） 地域福祉センターいわま 
 
◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt 

 病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力し

て活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス【岩間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行します。 

◆おはなし会【笠間図書館・岩間図書館】1Pt  

◆ブックスタート【友部図書館・岩間図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行します。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆2019.6.30現在≪登録状況≫ 3,663人（男性）850人（女性）2,813人 

問   【ポイント制度について】市民活動課（内線 133） 

    【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

    【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca  
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